Appetizers 前菜

1,900

Comfort Japanese and Western

Mixed green salad, tomato, avocado, onion, quinoa, shallot dressing

Beef curry – rice, small salad

ミックスグリーンサラダ トマト アボカド オニオン キヌア エシャロットドレッシング

ビーフカレーライス

Caesar salad, egg, Parmesan cheese, bacon, croutons, anchovy dressing

Katsu curry – rice, deep-fried Japanese pork cutlet, small salad

シーザーサラダ 卵 パルメザンチーズ ベーコン クルトン アンチョビドレッシング

国産豚のカツカレーライス サラダ添え

The French Kitchen home smoked salmon, capers, sour cream, cucumber

Maguro don - tuna sashimi on rice, miso soup, pickles

自家製スモークサーモン ケッパー サワークリーム キュウリ

本鮪丼 味噌汁 香の物

Charcuterie selection - Chicken and foie gras terrine, cured meats, grain mustard, cornichons

Club sandwich
chicken breast, bacon, egg, tomato, lettuce, mayonnaise

シャルキュトリーセレクション
チキンとフォアグラのテリーヌ コールドカット 粒マスタード コルニション添え

3,000

サラダ添え

3,200

4,200

2,500

クラブハウスサンドウィッチ
鶏むね肉 ベーコン ゆで卵 トマト レタス マヨネーズ

Parma ham, Japanese musk melon
パルマ産生ハム 国産マスクメロン
Soup スープ

1,400

Cheeseburger
beef patty, crispy bacon, cheddar cheese, tomato, lettuce, pickles
add extra bacon or fried egg or avocado

2,600
add 300

チーズバーガー
ビーフパティ クリスピーベーコン チェダーチーズ トマト レタス ピクルス
トッピング – エクストラベーコン又は 目玉焼き又は アボカド

Onion gratin soup
オニオングラタンスープ

Oven roasted tomato soup, Zuwai crab
オーブンでローストしたトマトのスープ ズワイガニ入り

Steak sandwich, Maître d'Hôtel butter, French fries or green salad

3,300

ステーキサンドウィッチ メートル ドテル バター
フレンチフライ または グリーンサラダ
Main メインディッシュ

4,600

Summer seafood salad
Hokkaido scallops, Boston lobster, crab, squid, leaves, mango dressing

Spaghetti, vegetables Arrabbiata

2,000

スパゲッティー 野菜入りのアラビアータ

サマーシーフードサラダ - 北海道産帆立貝 オマール海老 蟹 イカ ミックスサラダ マンゴードレッシング

Spaghetti, ocean friendly tiger prawns, bisque cream
Sustainable cod fillet, confit fennel, crushed potatoes, olive tapenade

4,200

2,800

スパゲッティー 海に優しい海老のビスククリーム

サステナブルな鱈とフェンネルのコンフィ ポテト オリーブタプナードソース

Spaghetti, Bolognese meat sauce
Chicken Cordon Bleu, Comte cheese, cooked ham, white asparagus, new potatoes

4,600

2,300

スパゲッティー ボロネーゼ ミートソース

チキンコルドンブルー コンテチーズ ハム ホワイトアスパラガス 新ジャガイモ

2,200

Vegetable curry, south Indian style, coconut milk, tofu, steamed rice

Dessert デザート

Mousse au choclate, cherry compote

南インド風野菜カレー ココナッツミルク 豆腐 ライス

チョコレートムース チェリーコンポート

4,900

Grilled Australian beef sirloin (220g), French fries, Madeira sauce
オーストラリア産牛サーロインのグリル (220g) フレンチフライ マデラソース

Crème brûlée
クレームブリュレ

Pan-fried Japanese F1 beef tenderloin (150g), mashed potatoes, Madeira sauce

7,500

国産牛フィレ肉(150g)のロースト マッシュポテト マデラソース
Prices are subject to consumption tax and a 15% service charge.
上記価格に消費税と15％のサービス料を頂戴いたします

To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions.
食材にアレルギーのあるお客様 食事制限がおありのお客様は ご注文の際に係りの者にお申し付けください

1,200

